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2013-2014年度は極めて大きな進展 
次の段階　2015-2017（３年弱）で準備 

いよいよ　2017年度末～2018年　政府判断へ 
 
「政府による計画推進の是非の検討」公式プロセスの進展 
「海外との政府・政治レベルでの議論」開始 日米から日米欧へ 
 

日本政府の決断に向け、海外とともに 
　政官産学で多くの課題を解決   
　物理・加速器・測定器を２年でまとめ上げる 

2015(H27)年～2017(H29)年度 

2 ２０１７年度末　　政府判断のタイミング	



S.	  Yamashita	   3	  

素粒子物理学の発展の歴史	

相対性理論	

量子力学	

場の量子論	

ゲージ理論	

ヒッグス機構	

標準理論	

超対称性?

隠れた次元??

20世紀初頭	

1930年頃	

1960年à	

これからの
素粒子物理	

新たな謎??

超弦理論?
大統一理論?

これからの基礎物理研究	

1960年-2000年頃	

2012年 à	

20世紀初頭	
複合ヒッグス??

暗黒物質?

クォーク・レプトン	

1970年-2000年頃	

現
在	

素粒子物理の歴史とこれから	

新たな船出　新たな挑戦・新たな研究	
	  

今が研究を始めるベストタイミング	  



小柴先生のスライド（2009）より	

uL,  uL,  uL, 

dL,  dL,  dL, 
     eL     
      νeL    
 
 

uR,  uR,  uR, 

dR,  dR,  dR, 
     eR     
      νeR    
 
1st%Family%or%
e.Family%
�

cL,  cL,   cL, 

sL,  sL,   sL, 
     µL     
      νµL   
 
 

cR,  cR,   cR, 

sR,  sR,   sR, 
     µΡ     
      νµR    
 
2nd%%Family%or%
µ.Family%

tL,   tL,    tL, 

bL,  bL,   bL, 
     τL     
      ντL    
 
 

tR,   tR,    tR, 

bR,  bR,   bR, 
     τR     
      ντR    
 
3rd%Family%or%
τ.Family%

4"Interac*ons"and"
4"media*ng"Bosons"
%
%
Strong% Interac7on% on%
colored%Quarks%and%%
Gluons,%g."
%
E.M% interac7on% on%
charged% par7cles% and%
Photon,%γ.%
%
Weak% Interac7on% and%
Z0,W+8."
%
G r a v i t a 7 o n a l%
Interac7on%on%all%and%
Gravitons.%%
%
%
�



uL,  uL,  uL, 

dL,  dL,  dL, 
     eL     
      νeL    
 
 

uR,  uR,  uR, 

dR,  dR,  dR, 
     eR     
      νeR    
 
1st%Family%or%
e.Family%
�

cL,  cL,   cL, 

sL,  sL,   sL, 
     µL     
      νµL   
 
 

cR,  cR,   cR, 

sR,  sR,   sR, 
     µΡ     
      νµR    
 
2nd%%Family%or%
µ.Family%

tL,   tL,    tL, 

bL,  bL,   bL, 
     τL     
      ντL    
 
 

tR,   tR,    tR, 

bR,  bR,   bR, 
     τR     
      ντR    
 
3rd%Family%or%
τ.Family%

4"Interac*ons"and"
4"media*ng"Bosons"
%
%
Strong% Interac7on% on%
colored%Quarks%and%%
Gluons,%g."
%
E.M% interac7on% on%
charged% par7cles% and%
Photon,%γ.%
%
Weak% Interac7on% and%
Z0,W+8."
%
G r a v i t a 7 o n a l%
Interac7on%on%all%and%
Gravitons.%%
%
%
�

ヒッグス粒子	

ほぼ全ての素粒子と結合し、区別し、質量をもたらす「ヒッグス粒子」	

世代を区別	

右系と左系を結びつける 
（湯川結合）	

真空に満ちる（自己結合）	

これまでにない 
新たな「力」 

標準理論とそれを超える理論で異なる結合 
à 新物理の研究の大きな入り口	



フロンティア加速器 
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L	  H	  C	  ＠CERN　最高エネルギー陽子コライダー	  

I	  L	  C（計画中） 最高エネルギー電子コライダー	  

J-‐PARC＠東海村　中エネルギー・大強度加速器	

superKEKB＠つくば(建設中)　	  
中エネルギー・大強度電子コライダー	

サイクロトロン＠PSI(スイス)　	  
低エネルギー・大強度加速器	

エネルギーフロンティア	 大強度フロンティア	



基本設計	

基本仕様決定	

国際研究所設立	

 建設（約９年）	

財政当局の情報交換	

第一次コスト試算	

設計の完成	
製造技術確立	

研究者・土木学会らによる	
サイト関連調査	

コスト・設計最適化	

昨年

 運転・実験（〜２0年）	

CERN・LHC	
ヒッグス粒子発見	

国際共同R&D	

政府検討／政府間議論	

国際設計

ＯＥＣＤ閣僚級会議声明	

国際研究所	

2008	

２０１３	

現地国際設計	
地点調査	

環境アセス	

政産学連携の開始	

 1980年代	
計画開始	

   世界統合	
　    2004年	

2007	

地質調査	

政府承認	

国際リニアコライダー  ( I LC ) 計画の流れ	

政府間承認	

２０１４	

地域による調査	

XFELの経験	

国内立地評価	学術会議答申	

現地国際設計	
国際協調・制度設計	
工学設計・建設準備	

調査検討予算措置／文科省にて正式検討開始	

技術設計書	
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基本設計	

基本仕様決定	

国際研究所設立	

 建設（約９年）	
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コスト・設計最適化	

現在

 運転・実験（〜２0年）	

CERN・LHC	
ヒッグス粒子発見	

国際共同R&D	
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政府間承認	

２０１４	

地域による調査	
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国内立地評価	学術会議答申	

現地国際設計	
国際協調・制度設計	
工学設計・建設準備	

調査検討予算措置／文科省にて正式検討開始	

技術設計書	
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「リニア」　なぜ線形か？	

放射光（シンクロトロン輻射） 円形加速器はシンクロトロン輻射（放射光）
によるエネルギー損失	

 E:  加速される粒子のエネルギー 
 m:  粒子の質量 
 R:  半径	

より高エネルギー衝突を目指すためには 
1.  重い粒子を加速する 

2.  半径を大きくする 
3.  線形加速する 

圧倒的に詳細な情報を得られる電子陽電子型で 
研究に必要な300ギガボルト以上のエネルギーを目指すには線形加速が唯一の方法 

P ∝ (E/m)４/R 

à  LHC  (複合粒子M陽子/M電子=1800) 
à  Muon Collider  (=200　素粒子) 

à  Ring Collider (例: 中国, 50-70 km) 
à  Linear Collider (Rà∞) 

線形加速器「リニアコライダー」のもうひとつの利点：エネルギー拡張性 

段階的発展が可能　２５０ギガ電子ボルト à５００ギガ電子ボルト　à１０００ギガ電子ボルト以上へ	

２０km	 ３０km	 ５０km	

将来の拡張性の確保	第一段階の基準	初期段階（縮小形）	



中国科学院高能物理研究所 (IHEP)	  
王貽芳 (WANG	  Yifang)	  所長らが提唱・主導	  

第一期計画　（２０２０年頃建設開始目指す）	  
電子陽電子衝突実験	  
Circular	  Electron-‐Positron	  Collider	  (CEPC)	  
ILCの半分以下のエネルギーで重複	  

第二期計画　（2035年以降）	  
陽子陽子衝突実験	  
Super	  proton	  proton	  Collider	  (SppC)	  
欧州の将来計画とバッティング	

周長	  50〜70	  km	  

重心系エネルギー240	  GeV	  
(ILCの半分)	  

中国単独では技術的に不可能	  
世界に技術協力を求めている	

中国次世代加速器実験計画	  
建設費の90%を中国が負担と提唱	  

•  中国国内〜2020年以降、人員に余力がある	  
•  経済的規模として適当	  
•  中国の経済成長 à	  科学技術分野の予算増加	  
•  中国の人口規模(低平均年齢)	  à	  分野の人材育成	  

中国計画の背景	  (WANG	  Yifang高能研所長)	  

中国の大型研究開発の次期５カ年計画に	  
設計・開発予算（２００億円規模）を提案中	

2014末	   概念設計の前段階	

2015	 中国政府に研究開発予算請求(2016-‐2020)	

2015-‐2020	 研究開発	  (工学設計ふくむ)	

2021-‐2027	 建設	

2028年	 実験開始	

中国研究者の想定スケジュール	

北京	

天津	

秦皇島	

巨大円形加速器	

技術的には従来型の技術中心	

中国計画暫定サイト	  
中国河北省秦皇島市	  
北京から東に約300km	  



  

International Linear Collider (ILC)	

•  1980年代より日米欧で開発スタート	  
•  2004	  超伝導加速技術を国際選択àILC計画	  
•  2007	  ILC	  Reference	  Design	  Report	  （基本設計）	  
•  2011	  ILC	  Technical	  Progress	  Report	  	  
•  2013	  ILC	  Technical	  Design	  Report	  (技術設計書)	  	  

技術設計書 TDR Sign-up  
      ４８カ国　４００研究機関 
　　２０００名以上	

測定器（ユーザー側）の提案書	
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ヒッグス発見	

ＩＬＣ技術設計書完成（２０１２・１２）	

安倍総理表敬訪問（２０１３・３）	

日米シンポジウム＠ワシントン（２０１３・４）	 国際会議＠東京大学（２０１３年、２０１５年）	



産学連携：先端加速器科学技術推進協議会	 
	 (Advanced	 Accelerator	 Association)　（平成20年6月設立）	 

	 

中核のモデル：ILCの実現 13 

　　　　　　　　会員（企業）　100社（三菱重工業、東芝、日立製作所、三菱電機、京セラ、他）
賛助会員（公・研究機関）  　３８機関（高エネルギー加速器研究機構，東京大学、京都大学、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理化学研究所、原子力研究開発機構、放医研、他）　平成27年7月現在

http://www.aaa-sentan.org 

会長：西岡喬（三菱重工相談役） 
最高顧問：与謝野馨（議連初代会長・元大臣） 
名誉会長：小柴昌俊（2002年ノーベル賞）	

４つの部会で活動	
•  実現プロセスの連携 
•  技術の産業化検討 
•  立地課題の検討 
•  技術移転の推進 
•  知財の方策検討 
•  アウトリーチ 

13	  
13	 

法人化（一般社団法人） 2014年１２月 
ILCの実現に向け、新体制 

100社・約40研究機関 
海外連携事業・調査事業・寄付事業の開始	



hUp://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/	  
kohyo-‐22-‐k178-‐1.pdf	

日本学術会議	

14 



n  日本学術会議としては以上の観点から、ILC 計画の実施の可否判断に向けた
諸課題の検討を行うために必要な調査等の経費を政府においても措置し、
2～3年をかけて、当該分野以外の有識者及び関係政府機関も含めて集中的
な調査・検討を進めること、を提言する。 

n  ILC の我が国への誘致の判断には、本回答が提示する諸課題や懸念事項につ
いて十分な 調査・検討が行われ、建設、運転、高度化、最終処理にわたる
経費の全容とその国際分担、 人材や管理運営体制の問題など課題事項に対
して明確な見通しが得られることが必須である。 

n  調査・検討と並行して海外主要国・地域の研究機関や資源配分機関との協議
を行い、 国際分担等に関する見極めを行うべきである。 

n  ILC 計画を我が国で実施し高い成果を挙げるための諸条件を余すところなく
検討した上で、学術コミュニティ全体の合意形成、さらには国民の理解を求
めることが必要である。 

15 



Vice Minister Sakurada
Head of ILC Task Force in MEXT

桜田文科副大臣 

2014年１月17日＠CERN/LHC 

文科省 
平成26年度政府予算に調査検討予算(0.5億)を要求 à 政府予算に措置 
ILCタスクフォース設置（2013年11月再編） 
      座長：副大臣　　　副座長：政務官 
      事務方 : 土屋文部科学審議官、関係部局の局長、課長、室長等 
 
 実務：素粒子原子核研究推進室・大土井室長(2013/6~) 

                           à嶋崎室長(2014/7~) 
                         à萩原室長(2015/7~) 

大臣記者会見 à 
　中立な方々からなる 
　「有識者会議」の設置（2014/５月） 

ILCタスクフォース 
        有識者会議のもとの２部会開始（2014/６月） 
•  素粒子原子核部会（物理検討） 
•  TDR検証部会（技術設計書の検証ーコスト・技術・人員等） 

16 



政府検討(平成26-27年)でのポイント 

n  国際分担（予算・人）の目処 

n 学術的意義、技術・コストの確実性 
 
 
n  経済波及効果・技術波及効果・地域活性効果（数字と根拠） 
 
n  民間活力による社会インフラの整備の確実性 
 
n  社会の理解 

17 

昨年ILC夏の合宿2014のスライドより	



有識者会議中間とりまとめ（案） 
n  ６月２５日（第四回有識者会議にて）案の提示à議論à 
n  現在　修正中  à 近々完成・公開となる予定（伝聞） 

n  誤解する表現などは修正がある（かもしれない） 

基本的にポイントは 
n  技術的課題と必要コスト・人員を整理（当然の指摘部分） 
n  科学的成果の見通し、見通せないこと、LHCとの関係の整理 
n  時間的目安（時機を逸せず、2017年度末までにLHCからの
結果を見ながら）日本政府の判断時期の提示 

n  国際協議（予算・人員分担）を喫緊の課題と位置づけ 
à政府決断までにやるべきことがかなり具体的に明確（政府側
の立場として）になったことが最大のポイント 18 



2014年~2015年７月の外交関連 2014年 
1.  政府間　日・欧　ハイレベル準備会合（２月） 
　文科省・EC(欧州委員会)＋CERN 

2.  フランス親日友好議員訪日（６月） 
 

3.  ILC政府間議論　日・欧州・米国（７月） 
4.  ILC議員連盟・日米議連　訪米（７月末） 
2015年 
1.  東京イベント（各国大使・公使・参事官等と議連、海外参加） 
2.  日米事務方ハイレベル協議（４月） 
3.  ILC議員連盟訪米（４月末） 
4.  日欧議員会議（EU議員・日欧議連）にてILC議論（４月末） 

19 

ILC夏の合宿2014	

ILC夏の合宿2015	



必要なステップ 
1.  研究者: 技術統一(2003) à 構想・提案段階 (2004-2013) 

2.  政府としてのオフィシャルな検討 (現在) 

3.  政府間での非公式／公式の段階的議論(現在) 

4.  政府としての推進の判断à分担交渉 

5.  国際分担の妥結à計画の国際承認 

20 



http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20140206173000/ 

2014年2月～ KEK 
   ILC推進準備室の設置 
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鈴木機構長à山内機構長（２０１５年度より）	

岡田理事	

2015年	



政府とともに今後2~3年の集中検討（2014年～2016年） 
 いくつもある課題と分岐点 

n  世界の研究者のサポート・熱意が今後更に十分に得られるか？　 
n  分岐点1: 米国P5委員会の答申（５月） 
n  分岐点2: ILC計画自体の進展状況 
n  分岐点3: 新たな可能性拓く物理モデル（理論） 
n  分岐点4: 2015年からのLHC＠13-14TeVの新粒子探索 

n  計画のコスト見積もりは妥当か？ 
n  分岐点1: 文科省にての検討 
n  分岐点2: 国際設計の工学設計での精査 

 
n  国際分担：世界で予算・人を分担できる状況になり得るか？ 

n  分岐点1: 政府間の枠組みつくりの進展 
n  分岐点2: 国際情勢 

n  国内予算：通常の学術予算とは別枠で措置できるか？（国政） 
　　　　例）2020年東京オリンピック以降の 
　　　　　　　ひとつの日本の国際化モデル・成長戦略となり得るか？ 

２０１４年３月物理学会シン
ポジウムのスライドより	
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残る課題 

はじめてのことからの２つの 
産みの苦しみ 

n  第三の課題：外交 
n  国際拠点の国内立地 
n  新しいプロセス 
n  主導的に枠組み作りから 

 

現時点での第二の課題 
 

国内候補地に関する対立から 

オールジャパンへの移行 

23 



産学の課題 

n  ILC周辺技術の波及効果検討の深化/経済波及効果 

n  海外との政官産学の各セクターでの連携 

n  社会への発信／本格的なメディア対応の開始 

n  省電力、耐震構造の検証 

n  加速器の周辺技術・利用技術の振興策の提言と実践 
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十分な物理の意義・大義・すごさがあれば 
確実に進む事ができる 

n  ある方がよい、ではなく、絶対的にすごい装置となることを関
係する世界の皆にまずわかったもらうべし。 

n  国内の他の研究者、他分野にはこれが伝わってない（なぜ？）
本当に最大限の努力をしているか？ 

n  物理のすごさを海外政府と共有できれば進めることができる。
これができなければ、そこで道は終わる。 

n  今現在私達は最大の分岐点のひとつにいる。 

25 

昨年ILC夏の合宿2014より	

今年　ILC夏の合宿２０１５　としても 
このスライドを提示します	

少し伝わり出した	



現時点での最大・喫緊の課題 
（集中すべき最大の問題点）	

２０１４年に私達全員がまさに集中すべき課題	

物理研究の素晴らしさの説明・議論 
 

単なる物理的意義では不十分。 
物理的「大義、すごさ」が必要 

 
•  素粒子物理分野で更に熱意を集められる「すごさ」 

•  周辺分野でも理解できる「すごさ」 
•  社会に理解される「すごさ」 

物理的価値の説明が準備不足？？不十分！！ 
シミュレーションよりもまず物理の価値の徹底的議論を	
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昨年ILC夏の合宿2014より	



現時点での最大・喫緊の課題 
（集中すべき最大の問題点）	

２０１４年に私達全員がまさに集中すべき課題	

物理研究の素晴らしさの説明・議論 
 

単なる物理的意義では不十分。 
物理的「大義、すごさ」が必要 

 
•  素粒子物理分野で更に熱意を集められる「すごさ」 

•  周辺分野でも理解できる「すごさ」 
•  社会に理解される「すごさ」 

物理的価値の説明が準備不足？？不十分！！ 
シミュレーションよりもまず物理の価値の徹底的議論を	
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昨年ILC夏の合宿2014より	

２０１５年 
有識者会議のもとの素粒子原子核部会の議論のために 

2014年春〜秋にかけて国内外でまとめた物理の整理は有用であった。 
 

ただし 
 

もっとやれること（理論・実験共に）はたくさんあることも明確になった 
 

ヒッグス自己結合、ダークマター、さらに新モデル・可能性の提示 
2017年度末の判断に向け、これらに集中すべき	



現時点での最大・喫緊の課題 
（2015年　追加）	

コストを意識した検討を測定器でも進めること 
 

加速器の製造技術の産業化（工作精度とコスト）の低
減のための努力を産学で進められるよう 

さらなる予算措置を目指す（政府・議連・AAA）。 
 

KEK予算・大学研究費を増やせるように最大の努力 
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2013年〜	 河村建夫会長/塩谷立幹事長 (現在メンバー１５０名余)	

	 

	 

	 

	

ＩＬＣ実現に向けての動き	
ILC議員連盟(自民党2006年(与謝野会長)〜 à 超党派2008〜）	

29	  
29	 

本年2015年からさらに活動強化　２月よりほぼ月１回の頻度での会合 
 
２月　　産業界との意見交換（経団連副会長） 
３月　　ILCの国際状況 
４月　　東京イベントと連動・海外研究者との意見交換 
　　　　　訪米・訪欧での活動 
５月　　訪米・訪欧報告・ノーベル賞受賞者のビデオメッセージ 
６月　　有識者会議中間とりまとめ案に関して議論　à議連決議の採択	



3月27日　ＬＣＣ責任者 エバンス氏、安倍総理表敬訪問	
　⇒あわせて下村文科大臣、山本科技担当大臣、日本商工会議所等を訪問	

	 

	 

	 	

安倍総理大臣と会談（小柴昌俊先生、河村建夫議員・塩谷立議員らが同席）	

下村文部科学大臣	 山本科学技術政策担当大臣	

ＩＬＣ実現に向けての動き　　　　　　　2013年3月	

岡村日本商工会議所会頭	 30	  
30	 



◆ILCに関して 2013,　2014,　2015年 

　国会代表質問、予算委員会などで国会質疑、大臣、総理の答弁	

　	

◆安倍総理 施政方針演説（2013年2月28日）	
　「世界発の海洋メタンハイドレート産出試験、世界に冠たるロケット打ち上げ成功率、世界最先端の加速器

技術への挑戦など、日本は、先端分野において、世界のイノベーションをけん引しています」	

政産学連携での当初からの最大の課題のひとつ 
「加速器」の国政での認識を！	

海洋・宇宙・加速器　の時代へ！	

à　2013年からの新展開	

31	 

2014年〜２０１５年４月　加速器での進展	

山形大学重粒子線がん治療 調査予算à設計予算à 建設開始 
ADS核変換（核廃棄物分離消滅） à 調査予算 à 技術設計予算措置 
東北放射光　à 調査予算 
ILC計画　à 調査予算 à 調査予算継続（多少増）	



•  ４月２２日　東京イベント（東大・ニューオータニ）　および　議連 
 　　　　　 

•  ４月２６日-５月１日　議連訪米（ワシントンDC） 

•  ５月　文科省ILC委託調査　開札　野村総研が受託（H２８年２月まで） 
•  機器製造・安定運転・シビル・設備・メインテナンス 

•  ５月２６日　議連総会　 
•  訪米報告（河村議員・塩谷議員・鈴木俊一議員） 
•  欧州議会報告（小坂議員・階議員） 
•  ノーベル賞学者など世界の研究者からの応援ビデオ 

•  ６月２５日　文部科学省 第４回有識者会議   
•  ６月２５日　議員連盟会合（有識者会議からの報告 à 議連決議） 
 
これから 
•  ７～９月　日米連携準備 
•  １０月　日米科学技術政府間ハイレベル（閣僚）会合（予定） 
•  １０月末めど　米国議員とコア設立 
•  ８月～１２月　概算要求　政府（財務省）案 

近況御報告　および今年	



４月２２日　東京イベント 
 
研究者・産学　国内外４００名以上参加 
 
第１部：東京大学にて 
 
l 塩谷立議員（自民党政務調査会長代行・ILC議連幹事長） 
l 増田寛也先生（日本創生会議座長・東大客員教授） 
l パネル討議（相原東大副学長、他） 
 
第二部：ホテルニューオータニにて 
 
l 議連総会 
l ４８カ国食材とともにのイベント　 

l コーディネート：笹生氏（プロデューサー招聘） 
l 各国大使館・議連からも御参加 



東京イベント　　 
主催：先端加速器科学技術推進協議会 
  リニアコライダーコラボレーション 



＜海外＞ 
リン・エヴァンス　　　　　  国際推進組織LCC所長／欧州CERN／英国ロイヤル・カレッジ・ロンドン 
マイク・ハリソン　　　　　　国際推進組織LCC准所長／米国ブルックヘヴン国立研究所 
バリー・バリッシュ　　　　　米国カルフォルニア工科大学教授／前ILC国際設計チーム・ディレクター 
ブライアン・フォスター　　　ドイツ ハンブルク大学／ドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY) 
シュタイナー・シュタプネス　欧州CERN 
ジョナサン・バガー　　　　　カナダTRIUMF研究所 所長 
ヨアヒム・ムニヒ　　　　　　ドイツDESY　素粒子・宇宙素粒子物理ディレクター 
フランソワ・ルディベルデ　　フランス オルセー線形加速器研究所(LAL)／パリ第7大学 
マルク・ワンテール　　　　　フランス国立科学研究センター(CNRS) 
マキシム・ティトフ          フランス原子力庁サクレー研究所(CEA/Saclay) 
アンディー・ホワイト　　　　米国テキサス大学アーリントン校 
ジム・ブラウ　　　　　　     米国オレゴン大学 

＜研究者・先端加速器協議会・日本生産性本部＞ 
山内正則、岡田安弘、駒宮幸男、村山斉、山本明、森俊則、山下了、川越清以、山本均、 
　　　　　　　　　竹下徹、杉山晃、高橋徹、佐貫智之、石川正 
有泉奈々　日本生産性本部・公共政策部 
松岡雅則、原田俊治、伊藤武俊、佐々木知之、松下英樹　    先端加速器科学技術推進協議会・事務局 

＜官公庁等＞ 
中川　健郎　                内閣府　大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当） 
早川　俊章　　　　　　 内閣府　政府統括官（科学技術・イノベーション担当）付参事官 
土屋　定之　                文部科学審議官 
常盤　　豊　　　　　　 文部科学省　研究振興局長 
安藤　慶明　                文部科学省　大臣官房審議官（研究振興局担当） 
武藤　寿彦　                経済産業省　産業技術環境局　国際室長 
濱田陸太郎　　             経済産業省　産業技術環境局　国際室　課長補佐 
高橋　徳嗣　                外務省　総合外交政策局　軍縮不拡散・科学部国際科学協力室長 
高橋　敏彦　                国土交通省　大臣官房技術調査課　建設技術政策分析官 

2015年4月22日　議員連盟出席者　（海外研究者・省庁・産学からの参加者） 



４月２２日　東京イベント　　大使館からの参加者リスト 
  
アメリカ合衆国 ジェイソン・P・ハイランド  首席公使（臨時大使） 
アルメニア グラント・ポゴシャン   　　　　 　大使 
イスラエル ルツ・カハノフ  　　　　　　　大使 
スイス   ピーター・ネルソン                   首席公使 
スロベニア オト・プンガルトニック              全権公使 
ベラルーシ セルゲイ・ラフマノフ                   大使 
ルーマニア ラドゥ・ペトル・シェルバン         大使 
 
欧州連合  レオニダス・カラピペリス   　　公使参事官／科学技術部長 
中国   阮 湘平                        　　      公使参事官 
オーストリア  ヘルベルト・ピッヒラー   　　公使 
インド   チャダラム・シバジ          　　      参事官 
メキシコ  アリアガ・オチョアテギ・アルマンド  参事官 
イタリア  アルベルト・メンゴーニ   　　　　科学アタッシェ 
イラン   コウカブ・ファイズ          　　     アタッシェ 
韓国   スン・ヒャン                　　           科技・情通官 
フランス  セバスチャン・コディナ   　　　　科学技術担当官 
イギリス  エリザベス・ホグベン   　　　　一等書記官 
フィリピン  アーネル・M・サンチェス   　　一等書記官 
  



海外との政府間議論 

海外（日米欧）との議論の開始 
n  H26年７月 ジュネーブにて欧州・米国の政府担当者と議論 

n  文科省報告（H２６年１１月７日　議連会合にて）　 

n  日本：土屋文部科学審議官、他 
n  欧州：スミッツ氏　EC(欧州政府)科学技術イノベーション総局長 
n  セルン：ホイヤー所長 
n  米国：高エネルギー物理　担当部長 
n  ドイツ・英国・フランス・イタリア・スペインの政府担当官 

n  H27年12月 米国エネルギー省(科学関連担当)事務次官就任 
n  à H27年4月 日米ハイレベル議論 



Dr.	  E.	  William	  Colglazier	

２０１４年１月　下村文科大臣　＠ワシントンDC	  	  	  
米国エネルギー省モニーツ長官と議論	

２０１４年1月＠ワシントンDC	  
小坂議員と国務省科学補佐官	

下村大臣facebookより	

国際連携を目指して：日米より	

ダニエル・Ｂ・ポネマン 
エネルギー省長官代行	

下村　博文 
文部科学大臣	

2013年4月30日＠米国ワシントンDC	 
ILCを主題とした国際協力での科学技術協力	 

日米先端科学技術シンポジウム	 
	 	第1次議連訪米	



塩谷議連幹事長	 河村議連会長	 中曽根日米友好議連会長	

議員連盟　第二次訪米（ワシントンDC）　２０１４年７月２１−２４日	

ホルト議員（現・米国科学振興協会会長）	  ハルトグレン議員（地元：米国ILC拠点研究所）	



米国大統領府　アイゼンハワー執務オフィスにて	

米国大統領ホルドレン科学補佐官と会談　２０１４・７・２３	



5/26 議連総会にて報告 

※河村会長：衆議院予算委員長にご就任（訪米直前） 

n  訪米（河村会長・塩谷幹事長・鈴木俊一副会長） 
n  ハドソン研究所にて円卓会議 
n  科学技術関係・日米関係の主要議員と会合 
n  議員総理主催夕食会会場にて米国主要政府関係者・議員・大使と 

n  欧州（小坂日欧議連会長・ILC議連副会長、階議員） 
n  欧日議会会議のセッションにてILCの説明・資料手交 
n  フランスの主要研究者と会合 

第三次訪米・第1次訪欧に関する報告 



第三次訪米報告 
n  2015年4月26日ー4月30日　ワシントンDC 
n  ILC議連の河村会長、塩谷幹事長、鈴木俊一副会長 
  先端加速器協議会・研究者が訪米 à 米国議会関係者、政府関係者等と協議。 

n  準備調整、現地調整で下記の多くの方々に特段の謝意；　 
文科省、在米大使館（次田参事官、豊田書記官、他）、ハドソン研究所、 
学術振興会ワシントン事務所（野崎所長,他）,在米日本企業（MHIA等） 

n  日米間での宇宙・エネルギー（原子力・核融合）・次世代スパコン・ILCを中心
とした加速器の大型国際協力・先端技術のパッケージでの協力の推進、日米での
先端科学技術での議員・政府協力の促進を進めて行くことを中心に議論。米国側
から大きな賛意と具体的な次の動きへの協力の議論。 

n  ハドソン研究所での円卓会議の結論として、日本側参加者とハドソン研究所から
の参加者の間では、ハドソン研究所とAAAが事務局となって、日米間科学技術議
員連合の創設を目指すこととなった。 



日米科学技術戦略円卓会議  
日時：2015年4月28日（火）1:00pm ‒ 4:00pm 
会場：ハドソン研究所（Hudson Institute） 

【日本側出席者】 
衆議院議員　河村建夫　塩谷立  鈴木俊一 
日本大使館、産業界、日本の素粒子研究者 
【米国側出席者】 
連邦議会議員　ハルトグレン下院議員、議会関係者（議会委員・補佐官）　 
米国エネルギー省　大統領府科学技術政策局　米国の素粒子研究者 
Kenneth R. Weinstein （Hudson Institute CEO） 
William Schneider, Jr. (元国務次官) 
 エネルギー省・Jim Siegrist  
 
第１部：エネルギー、科学、技術に関する日米政策 
第２部：大規模国際計画/ ILCおよび東北復興（鈴木俊一先生ご講演） 
第３部：円卓会議のまとめ 
 

日本側参加者とハドソン研究所からの参加者の間では、ISSを代表とする宇宙、
原子力と核融合、次世代高速コンピューティング、ILCを次世代の代表とする大
型加速器を含む科学技術を通じて日米協力を強化するため、大型国際プロジェク
トと戦略的基幹技術に関する日米議員連合創設を目指すこととなった。今夏頃の
発足を目指して、Hudson研究所と先端加速器協議会（AAA）が準備作業に入る。 



会合・懇談相手 
 
•  エネルギー省・モニッツ長官　（～文科大臣） 
•  ホルドレン大統領科学補佐官　（～科学技術担当大臣） 
•  ケネディー大使 

•  ジョンソン議員　（宇宙・科学技術委員会の筆頭理事） 
•  ロング議員　　　（日米友好議員交流日本研究会の共和の共同代表） 
•  ディゲット議員　（日米友好議員交流日本研究会の民主の共同代表） 
•  ハルトグレン下院議員（米国フェルミ研究所のあるイリノイ州選出） 

•  地元滞在中のため代理で補佐官が対応（アレクサンダー上院議員） 
 
•  ホルト元議員（サイエンス出版の米国科学振興協会会長） 
•  コルグレイザー前国務省科学補佐官（日本から本年に受勲） 
•  シュナイダー元国務次官（レーガン政権時代の国務次官） 
  



５月１日読売新聞朝刊１面より 



 
今回の４つの主要目的＝大きな成果 

  
n  日米議員間で、宇宙・エネルギーなどと先端加速器、特にリニア
コライダーをその中に位置づけた包括的な議論を開始すること。 

n  エネルギー省のモニッツ長官と、日米政府間での大型科学技術協
力の中にリニアコライダーを位置づけて推進することの確認。 

n  日本の企業および研究所が持つ技術で、米国で建設中の超伝導の
直線型の放射光加速器施設に（米国予算で）日本が参加すること
を促進。 

n  米国に議会と連携して日米の科学技術連携とリニアコライダーの
推進を進める事務局の設置（ハドソン研究所・大使館・三菱重工
アメリカが連携） 



北上サイト	

研究者による検討結果：主に技術的観点 
国際設計チーム 

北上サイトでの国際詳細設計を進行中 
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国際研究所

���子供たちのために	

求める国から、求められる国へ

　挑戦する国、日本の創出 　「ひと」を集積する国、日本の創出

ILCの意義	

世界での
日本の地位と国家安全保障
世界に尊敬される国ナンバー１に

日本発、世界へ。科学の創造	
人類誕生以来の「知」のフロンティア	

科学
外交
	

地域産業

文化教育

 ノーベル賞立国   若者に夢と誇り	
国民に挑戦意欲   生きた科学教育	

   基礎科学からの東アジア共同体	
　　　日本から世界の文化の発信	

	

　　　　	
国際性豊かな地域の創出	

第３の極＝アジアの中心として	
　　　　　頭脳流出から、頭脳集積へ	

国民の誇り

　国家戦略によるイノベーション創出 　民間主導の国際知的集積特区の創成

産業・技術の波及効果　
新産業基盤・日本ブランド　「加速器」産業	
グローバル人材・挑戦する技術者集団
　

新しい形態の民間投資　
　　民間活力の最大利用
国内初の地方型「グローバルシティー」	
民学官連携の広域エリア開発	
  	

　　　ものづくり大国・日本の再生	
次世代の科学技術・産業の「土台」



研究者（理論・実験） 

n  ヒッグス、トップの研究（特に自己結合）、ダークマター、新モデル、新たな研究の可能
性　この２年に集中研究を！ 

n  加速器のコストの精度を上げるプロセスへの大学の参加 
n  LHC13TeVrunの2015~2017年での成果に即応できるように十分に準備 
n  測定器のコストを意識した最新技術の集積 
 

 

直近の課題 
 
1.  先端加速器協議会の活動資金 à 新規会員・寄付口座 

2.  中国の計画の前進状況  

3.  全国への周知 à マスメディア・インターネット 

4.  他分野の研究分野の理解 ß KEK 山内機構長中心に対応 



2013-2014年度は極めて大きな進展 
次の段階　2015-2017（３年弱）で準備 

いよいよ　2017年度末～2018年　政府判断へ 
 
「政府による計画推進の是非の検討」公式プロセスの進展 
「海外との政府・政治レベルでの議論」開始 日米から日米欧へ 
 

日本政府の決断に向け、海外とともに 
　政官産学で多くの課題を解決   
　物理・加速器・測定器を２年でまとめ上げる 

2015(H27)年～2017(H29)年度 

51 ２０１７年度末　　政府判断のタイミング	


